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１．四半期業績の概況の作成等に係る事項

 

①　会計処理の方法における簡便な方法の採用の　：有　 法人税等の計上基準に簡便的な方法を採用しております。

　　有無　

②　最近連結会計年度からの会計処理方法の変更　：無　　

    有無

③　連結および持分法の適用範囲の異動の有無　　：有　 連結（新規）１社、持分法（除外）１社

 

２．平成18年12月期第３四半期の財務・業績概況（平成18年１月１日～平成18年９月30日）

(1）経営成績（連結）の進捗状況 （百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月期第３四半期 66,570 △0.4 △914 － △876 － △909 －

17年12月期第３四半期 66,844 △0.8 256 △53.2 305 △67.2 11 △96.8

（参考）17年12月期 99,027  2,595  2,675  1,409  

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

 円　銭  円　銭

18年12月期第３四半期  △6.82  －

17年12月期第３四半期  0.08  －

（参考）17年12月期  10.04  －

　（注）　売上高、営業利益、経常利益、四半期（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率

(2）財政状態（連結）の変動状況

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％  円  銭

18年12月期第３四半期 87,924 46,052 52.1  343.94

17年12月期第３四半期 84,314 45,982 54.5  341.41

（参考）17年12月期 87,938 47,592 54.1  356.83

 （3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金および現金
同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年12月期第３四半期 4,213 △5,616 2,370 4,827

17年12月期第３四半期 3,299 △3,311 △2,555 4,837

（参考）17年12月期 1,193 △2,481 △2,272 3,845
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１．経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等

　当第３四半期（平成18年１月１日から９月30日まで）の連結売上高は、66,570百万円（前年同期比0.4％減）となり、

ほぼ横ばいとなりましたが、利益面では原材料の高騰、為替円安および販促費の増加などにより、連結営業損失は914百

万円、連結経常損失は876百万円、連結純損失は909百万円となりました。

【酒類事業】

〔洋酒部門〕

　国産ワイン市場は、景気回復にともない前年同期を若干上回る状況で推移しました。

　当社グループの国産ワインは、品質の高さを評価されたファインワインが市場に定着し、「シャトー・メルシャン」

シリーズが前年同期の売上を大きく上回りました。健康系デイリーワインでも上期からの好調が続き、特に「おいし

い酸化防止剤無添加ワイン」のリニューアルや「おいしい酸化防止剤無添加赤ワイン　ふくよか赤」のアイテム追加

により大幅に売上を伸ばしました。一方、発売10周年を迎えた「ボン・ルージュ」は“１０周年感謝キャンペーン”を

実施して拡売に努めましたが、前年同期を下回りました。家庭用デイリーワイン「ビストロ」も市場の低価格競争が

激化し、売上を伸ばすことができませんでした。しかしながら、低アルコールワイン市場では発泡性ワインという切

り口で、心地よい泡立ちとぶどうの爽やかな甘さにこだわった新発泡性ワイン「やさしくはじけるおいしいワイン」

を導入し、好調な滑り出しとなりました。国産ワイン全体では、新商品の寄与もあり前年同期を上回りました。

  輸入ワイン市場は、業務用を中心にフランスを始めとした伝統国ワイン(欧州産ワイン)が順調に推移し、また、ス

パークリングワインについても昨年からの好調を維持し、引き続き伸張しました。

  当社グループでも市況を反映し、ブルゴーニュの名家「アルベール・ビショー」やボルドー産ワインが前年同期を

大きく上回りました。また、中・高級品のスパークリングワインが季節に関係なく市場で求められるようになり、シャ

ンパン「ポメリー」も前年同期を大幅に上回りました。新世界ワインでは、チリＮＯ．１ワインメーカーのコンチャ・

イ・トロ社の主軸商品「サンライズ」が回復傾向にあるものの、累計では上期の不振により前年同期に及びませんで

したが、同社の「フロンテラ」はスクリューキャップへのリニューアルが成功し、順調に売上を伸ばしました。カリ

フォルニアワイン「ウッドブリッジ」もスクリューキャップ仕様の強みを活かし、競争の激しいなか前年同期並みの

売上を確保しました。今期より連結子会社とした日本リカー㈱の影響もあり、輸入ワイン全体では前年同期を大きく

上回りました。加工食品向けワインも大口ユーザーによる新規採用が貢献して大きく売上を伸ばし、これらの結果、

ワイン全体の売上は前年同期を上回りました。

  低アルコール飲料市場では、競合各社の新商品投入が相次ぎ、市場全体は前年同期並みとなりました。

  当社グループでは、「こだわり・品質」を求める顧客層にターゲットを置く基幹商品の「本搾りチューハイ」で新

アイテム「本搾りチューハイ　はっさく」を追加し、シリーズとしては前年同期を大きく上回りました。また、“奄

美産黒糖焼酎”をベースに黒糖のほんのりした甘さを活かし、人気の果実とブレンドした新シリーズ「黒あまチュー

ハイ」３種を発売し、順調な売上となりました。しかし、薄利多売の低価格市場からの撤退が響いて、低アルコール

飲料全体では前年同期を大きく下回りました。

  その他の洋酒では、梅酒が市場の伸びに追いつけずに前年同期並みで推移し、国産ウイスキー類の売上も前年同期

並みとなりました。デ・カイパー社のリキュールは、「ピーチツリー」が好調を維持して売上を伸ばし、輸入ウイス

キー類の低迷をカバーしました。

　これらの結果、洋酒部門の売上高は、27,141百万円（前年同期比2.5％増）となりました。

〔和酒部門〕

　焼酎市場では、大型容器商品の伸び悩みが価格競争を招き甲類焼酎が前年割れとなりました。乙類焼酎は、芋焼酎

ブームの沈静化に伴い、選択・淘汰のステージへと市場が変化し、新素材への期待等多様化の様相を呈していますが、

全体としては前年同期並みに推移しました。甲乙混和焼酎は、乙類焼酎市場の成熟に呼応し、品質向上等による消費

拡大で大きく成長してまいりました。

  当社グループでは、甲類・乙類焼酎ともに販売数量を追い求めず、市場の低価格競争から一線を画したため前年同

期を下回ることになりました。甲乙混和焼酎は、「いも焼酎　火唐(ぽから)黒パック」「むぎ焼酎　火の麦パック」

を家庭用として手頃な900mlサイズで新規投入したこともあり、前年同期を大きく上回りました。

　その他の和酒では、合成清酒が５月増税による仮需の影響から回復しつつあるものの、売上では前年同期をわずか

に下回る結果となりました。紹興酒「古越龍山」主体の中国酒も、一時回復基調にあった業務用市場が再度落込み前

年同期を下回りました。

　加工用酒類市場は、酒類用アルコールの高騰や米国産牛肉輸入再開などにより新しい市場環境への対応に迫られま

した。主力のみりん、発酵調味料は天候不順による夏物商材の不振が響くなか大変厳しい状況となり、特に発酵調味

料「さかしお」は前年同期を下回りました。一方で自由化の追い風に乗るアルコール製剤等が売上を伸ばし、全体で

は前年同期をやや上回りました。
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  酒類用アルコールは、原料・燃料の高騰による販売価格の値上げ交渉が進展し、売上が伸長しました。工業用アル

コールは、６月からの値上げの影響で販売数量が減少し、アルコール事業全体としては売上が前年同期を下回りまし

た。

　これらの結果、和酒部門の売上高は、24,189百万円（前年同期比4.7％減）となりました。

【医薬・化学品事業】

  抗生物質「ジョサマイシン」は、中国・欧州向けともに順調に推移しました。抗腫瘍性抗生物質「ピラルビシン」

は国内向けが堅調に推移しましたが、中国向けは同国内でのジェネリック医薬品の出現により減少し、全体では前年

同期並みの売上となりました。その他の制癌剤は順調に推移し、前年同期を上回りました。また、溶剤他の商品は新

規商材の導入により前年同期を上回りました。

　  これらの結果、医薬・化学品事業の売上高は、4,073百万円（前年同期比5.2％増）となりました。

【飼料事業】

 畜産部門の配合飼料は、生乳減産の影響による市場低迷のなか、差別化商品の効果により前年同期並みに推移しま

した。サプリメントは不採算アイテムをカットしたことにより、前年同期を下回りました。水産部門では、稚魚の成

長遅れによる給餌量の減少と、値上げに係わる販売競争の激化で主力商品の「ソフトＥＰ」が売上を落としましたが、

その他の魚餌商品へのシフトもあり、前年同期並みの売上を確保しました。

　これらの結果、飼料事業の売上高は、9,867百万円（前年同期比2.1％増）となりました。

【その他】

　その他の売上は、㈱メルシャンクリンテックの環境衛生業の売上げなどで、1,298百万円（前年同期比10.3％減）と

なりました。

２．財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等

　当第３四半期末の総資産は、売上債権の増加、有形・無形固定資産の増加およびたな卸資産の増加等により、前年同

期に比べて3,610百万円増加し、87,924百万円となりました。純資産につきましては、自己株式の消却等により株主資本

は減少したものの、その他有価証券評価差額金および為替換算調整勘定の増加により、前年同期並みの46,052百万円と

なりました。この結果、自己資本比率は、前年同期末の54.5％から52.1％となりました。

 

３. キャッシュフローの状況　

　　当第３四半期における各キャッシュ・フロ－の状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　（営業キャッシュ・フロー）

　　主として、法人税等の支払額の減少により、営業活動の結果獲得した資金は4,213百万円（前年同期比27.7％増）と

　なりました。

　（投資キャッシュ・フロー）

　　主として、有形固定資産の取得により、投資活動の結果使用した資金は5,616百万円（前年同期比69.6％減）となり

　ました。

　（財務キャッシュ・フロー）

　　主として、長期借入れによる収入により、財務活動の結果獲得した資金は2,370百万円（前期は2,555百万円の使用）

　となりました。

４．平成18年12月期第３四半期の配当状況（個別）

 ・現金配当 １株当たり配当金（円） 

期末 年間

17年12月期 5.00 5.00

18年12月期（実績） －  

18年12月期（予想） 5.00 5.00

（注）　配当支払開始日　平成－年－月－日
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 ［参考］

業績予想

　当社グループの売上高および利益につきましては、第４四半期の比重が大きいといった特性があることなどから、現

時点において７月に発表した通期の業績予想に修正はありません。

 

※　予想の数値は本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んでおります。実際の業

績は、今後様々な要因によって予想値とは大きく異なる結果となる可能性があります。

以　上
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１．（要約）四半期連結貸借対照表

前年同四半期
平成17年９月30日

当四半期
平成18年９月30日

（参考）
前連結会計年度
平成17年12月31日

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

現金および預金 4,837 4,857 3,846

受取手形および
売掛金

22,489 23,506 33,841

たな卸資産 18,257 19,136 16,513

その他 7,382 7,141 3,137

流動資産合計 52,967 62.8 54,642 62.2 57,339 65.2

Ⅱ　固定資産

有形固定資産 21,848 25.9 22,430 25.5 20,385 23.2

無形固定資産 1,084 1.3 2,046 2.3 1,058 1.2

投資その他の資産 8,414 10.0 8,804 10.0 9,156 10.4

固定資産合計 31,347 37.2 33,281 37.8 30,599 34.8

資産合計 84,314 100.0 87,924 100.0 87,938 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

支払手形および
買掛金

5,584 6,106 6,779

短期借入金 4,936 5,637 4,087

１年内返済予定
長期借入金

331 34 56

未払金 7,376 8,789 10,479

その他 13,784 10,361 10,857

流動負債合計 32,014 38.0 30,929 35.2 32,260 36.7

Ⅱ　固定負債

長期借入金 4,862 9,119 6,134

退職給付引当金 110 180 111

役員退職慰労引当金 511 562 523

その他 780 1,079 1,264

固定負債合計 6,264 7.4 10,941 12.4 8,034 9.1

負債合計 38,279 45.4 41,871 47.6 40,294 45.8

（少数株主持分）

少数株主持分 53 0.1 －  52 0.1
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前年同四半期
平成17年９月30日

当四半期
平成18年９月30日

（参考）
前連結会計年度
平成17年12月31日

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 20,972 24.9 － － 20,972 23.8

Ⅱ　資本剰余金 20,043 23.8 － － 16,825 19.1

Ⅲ　利益剰余金 7,543 8.9 － － 8,941 10.2

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

458 0.5 － － 956 1.1

Ⅴ　為替換算調整勘定 △150 △0.2 － － 26 0.0

Ⅵ　自己株式 △2,886 △3.4 － － △131 △0.1

資本合計 45,982 54.5 － － 47,592 54.1

負債、少数株主持分
および資本合計

84,314 100.0 － － 87,938 100.0

（純資産の部）       

Ⅰ　株主資本       

資本金 － － 20,972 23.9 － －

資本剰余金 － － 16,826 19.1 － －

利益剰余金 － － 7,339 8.3 － －

自己株式 － － △108 △0.1 － －

株主資本合計 － － 45,029 51.2 － －

Ⅱ　評価・換算差額等       

その他有価証券評価
差額金

－ － 684 0.8 － －

繰延ヘッジ損益 － － 40 0.0 － －

為替換算調整勘定 － － 84 0.1 － －

評価・換算差額等合計 － － 809 0.9 － －

Ⅲ　少数株主持分 － － 213 0.3 － －

純資産合計 － － 46,052 52.4 － －

負債、純資産合計 － － 87,924 100.0 － －
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２．（要約）四半期連結損益計算書

前年同四半期
（平成17年１月１日から
平成17年９月30日まで）

当四半期
（平成18年１月１日から
平成18年９月30日まで）

（参考）
前連結会計年度

（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 66,844 100.0 66,570 100.0 99,027 100.0

Ⅱ　売上原価 47,043 70.4 47,369 71.2 69,250 69.9

売上総利益 19,800 29.6 19,174 28.8 29,777 30.1

Ⅲ　販売費および一般管理
費

19,543 29.2 20,089 30.2 27,182 27.5

営業利益または
営業損失（△）

256 0.4 △914 △1.4 2,595 2.6

Ⅳ　営業外収益 205 0.3 216 0.3 303 0.3

Ⅴ　営業外費用 156 0.2 178 0.3 223 0.2

経常利益または
経常損失（△）

305 0.5 △876 △1.3 2,675 2.7

Ⅵ　特別利益 325 0.5 116 0.2 3,839 3.9

Ⅶ　特別損失 507 0.8 725 1.1 4,013 4.1

税金等調整前四半期
（当期）純利益
または四半期純損失
（△）

123 0.2 △1,486 △2.2 2,501 2.5

税金費用 106 0.2 △570 △0.9 1,088 1.1

少数株主利益 5 0.0 △6 △0.0 3 0.0

四半期（当期）
純利益または四半期
純損失（△）

11 0.0 △909 △1.4 1,409 1.4

－ 7 －



３．（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

当第３四半期連結会計期間（平成18年７月１日から　平成18年９月30日まで）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日　残高

（百万円）
20,972 16,825 8,941 △131 46,609

第３四半期中の変動額

剰余金の配当 － － △666 － △666

利益処分による役員賞与 － － △26 － △26

四半期純利益 － － △909 － △909

自己株式の取得 － － － △12 △12

自己株式の処分 － 0 － 34 34

株主資本以外の項目の

第３四半期中の変動額（純額）
－ － － － －

第３四半期中の変動額合計

（百万円）
－ 0 △1,602 22 △1,579

平成18年９月30日　残高

（百万円）
20,972 16,826 7,339 △108 45,029

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日　残高

（百万円）
956 － 26 983 52 47,644

第３四半期中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △666

利益処分による役員賞与 － － － － － △26

四半期純利益 － － － － － △909

自己株式の取得 － － － － － △12

自己株式の処分 － － － － － 34

株主資本以外の項目の

第３四半期中の変動額（純額）
△272 40 58 △173 161 △12

第３四半期中の変動額合計

（百万円）
△272 40 58 △173 161 △1,592

平成18年９月30日　残高

（百万円）
684 40 84 809 213 46,052

－ 8 －



４．（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成17年１月１日から
平成17年９月30日まで）

当四半期
（平成18年１月１日から
平成18年９月30日まで）

（参考）
前連結会計年度

（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前四半期（当
期）純利益または四半期
純損失（△）

123 △1,486 2,501

減価償却費 1,824 2,004 2,726

売上債権の減少額 12,617 10,651 1,300

たな卸資産の増加額 △1,908 △1,750 △45

仕入債務の増加・減少額
（△）

△907 △923 271

その他 △5,488 △4,239 △2,571

小計 6,260 4,255 4,182

法人税等の支払額 △2,960 △41 △2,989

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

3,299 4,213 1,193

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

定期預金の純収支 △0 △20 27

有価証券・投資有価証券
の純収支

△255 27 △182

有形固定資産の純収支 △2,569 △4,192 △3,744

営業譲渡による収入 － － 1,517

子会社追加取得による純
収支

－ 23 △0

貸付金の純収支 △13 △119 △36

利息および配当金の
受取額

83 84 117

その他投資活動による支
出

△554 △1,418 △179

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△3,311 △5,616 △2,481

－ 9 －



前年同四半期
（平成17年１月１日から
平成17年９月30日まで）

当四半期
（平成18年１月１日から
平成18年９月30日まで）

（参考）
前連結会計年度

（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

借入金の純収支 311 3,166 1,089

自己株式による純収支 △2,028 △10 △2,486

配当金の支払額 △708 △666 △708

利息の支払額 △130 △118 △167

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△2,555 2,370 △2,272

Ⅳ　現金および現金同等物に係
る換算差額

0 13 2

Ⅴ　現金および現金同等物の増
加・減少（△）額

△2,566 981 △3,558

Ⅵ　現金および現金同等物の期
首残高

7,404 3,845 7,404

Ⅶ　現金および現金同等物の期
末残高

4,837 4,827 3,845

－ 10 －



５．セグメント情報

［事業の種類別セグメント情報］

 

前年同四半期（平成17年１月１日から　平成17年９月30日まで）

酒類
（百万円）

医薬・
化学品

（百万円）

飼料
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去また
は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高および営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する

売上高
51,857 3,872 9,667 1,447 66,844 － 66,844

(2）セグメント間の内部

売上高
0 － － 0 0 (0) －

計 51,857 3,872 9,667 1,447 66,844 (0) 66,844

営業費用 52,550 3,432 9,312 1,292 66,588 (0) 66,587

営業利益または営業損失（△） △692 440 354 154 256 0 256

当年同四半期（平成18年１月１日から　平成18年９月30日まで）

酒類
（百万円）

医薬・
化学品

（百万円）

飼料
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去また
は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高および営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する

売上高
51,330 4,073 9,867 1,298 66,570 － 66,570

(2）セグメント間の内部

売上高
0 － － 656 657 (657) －

計 51,331 4,073 9,867 1,955 67,228 (657) 66,570

営業費用 52,959 3,653 9,661 1,866 68,141 (656) 67,485

営業利益または営業損失（△） △1,628 420 205 88 △913 (1) △914

－ 11 －



前連結会計年度（平成17年１月１日から　平成17年12月31日まで）

酒類
（百万円）

医薬・
化学品

（百万円）

飼料
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去また
は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高および営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する

売上高
77,639 5,115 14,019 2,252 99,027 － 99,027

(2）セグメント間の内部

売上高
3 － － 0 3 (3) －

計 77,643 5,115 14,019 2,252 99,031 (3) 99,027

営業費用 76,510 4,476 13,374 2,076 96,436 (3) 96,432

営業利益 1,132 639 645 176 2,595 0 2,595

販売実績

　当第３四半期における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
前年同四半期

（平成17年１月１日から
平成17年９月30日まで）

当四半期
（平成18年１月１日から
平成18年９月30日まで）

（参考）
前連結会計年度

（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

酒類（百万円） 51,857 51,330 77,639

（洋酒） ワイン 16,213 17,419 26,939

低アルコール 6,917 6,338 9,176

その他洋酒 3,336 3,382 4,714

洋酒　計 26,467 27,141 40,830

（和酒） 焼酎 15,097 14,069 21,922

その他和酒 10,291 10,120 14,887

和酒　計 25,389 24,189 36,809

医薬・化学品（百万円） 3,872 4,073 5,115

飼料（百万円） 9,667 9,867 14,019

その他（百万円） 1,447 1,298 2,252

合計（百万円） 66,844 66,570 99,027

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。また、セグメント間の取引は除外しております。
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